
江戸絵画の19世紀　出品目録江戸絵画の19世紀　出品目録江戸絵画の19世紀　出品目録

府中市美術館府中市美術館

会期　3月21日（金・祝）～5月6日（火）会期　3月21日（金・祝）～5月6日（火）会期　3月21日（金・祝）～5月6日（火）

　　　前期　　3月21日（金・祝）～4月13日（日）　　　前期　　3月21日（金・祝）～4月13日（日）　　　前期　　3月21日（金・祝）～4月13日（日）
　　　後期　　4月15日（火）～5月6日（火）　　　後期　　4月15日（火）～5月6日（火）　　　後期　　4月15日（火）～5月6日（火）

　　　＊都合により予定が変更になる場合があります。　　　＊都合により予定が変更になる場合があります。　　　＊都合により予定が変更になる場合があります。

番号 作者 作品名 所蔵 展示期間

1 守住貫魚 袋田滝図 個人蔵 全期間
2 森狙仙 猿図 個人蔵 前期
3 森狙仙 狸図 個人蔵 後期
4 椿椿山 水野忠啓像　墨田区指定有形文化財 墨田区 後期
5 横山華山 清見潟富士図 静岡県立美術館 後期
6 原在中 天橋立図 敦賀市立博物館 前期
7 原在中 富士三保松原図 敦賀市立博物館 後期
8 織田瑟々 江戸法来寺桜図 板橋区立美術館 前期
9 大久保一丘 伝大久保一岳像 府中市美術館 全期間
10 亜欧堂田善 河豚図 個人蔵（須賀川市立博物館寄託） 全期間
11 亜欧堂田善 ミツマタノケイ（三俣の景） 個人蔵（須賀川市立博物館寄託） 全期間
12 亜欧堂田善 大日本金龍山之図 個人蔵（須賀川市立博物館寄託） 全期間
13 亜欧堂田善 大日本金龍山之図原版 須賀川市立博物館 全期間
14 亜欧堂田善の銅版画制作用具 須賀川市立博物館 全期間
15 亜欧堂田善 陸奥国石川郡大隈滝芭蕉翁碑之図（『青かげ』挿絵） 府中市美術館 全期間
16 岡本秋暉 孔雀に牡丹図 個人蔵 前期
17 岡本秋暉 花鳥図 摘水軒記念文化振興財団 後期
18 岸駒 白蓮翡翠図 敦賀市立博物館 後期
19 山本梅逸 秋汀双鴨図 個人蔵 後期
20 豊原国周 流行三組三人勝負 北九州市立美術館 前期
21 岸恭 四季花卉図屏風 敦賀市立博物館 前期
22 魚屋北渓 雲竜図 個人蔵 全期間
23 島琴陵 竜虎図 板橋区立美術館 前期
24 歌川国芳 通俗水滸伝豪傑百八人之一個　智多星呉用 ギャラリー紅屋 前期
25 歌川国芳 通俗水滸伝豪傑百八人之一個　石将軍石勇 ギャラリー紅屋 前期
26 歌川国芳 通俗水滸伝豪傑百八人之一個　船火児張横 ギャラリー紅屋 前期
27 歌川国芳 通俗水滸伝豪傑百八人之一個　神機軍師朱武 ギャラリー紅屋 後期
28 歌川国芳 通俗水滸伝豪傑百八人之一個　轟天雷凌振 ギャラリー紅屋 後期
29 歌川国芳 通俗水滸伝豪傑百八人之壱人　混世魔王樊瑞 ギャラリー紅屋 後期
30 古市金峨 雲竜図 個人蔵 全期間
31 安田雷洲 丁未地震 府中市美術館 全期間
32 狩野一信 七福神図 個人蔵 全期間
33 狩野芳崖 月夜山水図 山口県立美術館 後期



34 狩野一信 布袋唐子図 個人蔵 全期間
35 祇園井特 芸妓図 個人蔵 全期間
36 渡辺南岳 芸者と若衆図（芸者と箱持図） 敦賀市立博物館 後期
37 亜欧堂田善 琴士渡橋図 個人蔵 後期
38 小田海僊 少年行之図 下関市立美術館 後期
39 小田海僊 雪中松鳩・雪中竹雀図 山口県立美術館 前期
40 古市金峨 瀑布図 個人蔵 前期
41 葛飾北斎 千絵の海　総州銚子 中外産業株式会社（原安三郎コレクション） 後期
42 鈴木其一 琵琶湖風景図 個人蔵 前期
43 大岡雲峰 近江八景図 立花家史料館 後期
44 原在中 養老滝真景図 敦賀市立博物館 後期
45 田中訥言 若竹鶺鴒図屏風 名古屋市博物館 前期
46 鈴木其一 老松双鶴図 個人蔵 後期
47 池田孤邨 春秋花鳥図 個人蔵 後期
48 鈴木守一 秋草図 個人蔵 前期
49 原在明 桜鞠・紅葉鞠図 敦賀市立博物館 前期
50 葛飾北斎 諸国滝廻り　木曽海道小野ノ瀑布 中外産業株式会社（原安三郎コレクション） 前期
51 葛飾北斎 諸国滝廻り　東海道坂ノ下清滝くわんおん 中外産業株式会社（原安三郎コレクション） 後期
52 葛飾北斎 諸国滝廻り　美濃ノ国養老の滝 中外産業株式会社（原安三郎コレクション） 後期
53 葛飾北斎 諸国滝廻り　相州大山ろうべんの滝 中外産業株式会社（原安三郎コレクション） 前期
54 葛飾北斎 諸国滝廻り　木曽路ノ奥阿弥陀ヶ滝 中外産業株式会社（原安三郎コレクション） 前期
55 岡田米山人 蘭亭曲水図 個人蔵 後期
56 岡田米山人 松下牧童図 個人蔵 前期
57 浦上玉堂 青峰欲晴図 個人蔵 前期
58 浦上玉堂 山間訪隠図 個人蔵 後期
59 日根対山 墨松図 個人蔵 全期間
60 忍頂寺静村 坂田金時立身図 個人蔵 全期間
61 忍頂寺静村 蓬莱山図 個人蔵 全期間
62 上田公長 狐の嫁入り図屏風 摘水軒記念文化振興財団 全期間
63 高橋景保編・亜欧堂田善版刻 新訂万国全図 府中市美術館 全期間
64 山口素絢 洋美人図 摘水軒記念文化振興財団（府中市美術館寄託）全期間
65 亜欧堂田善 海浜アイヌ図 個人蔵（府中市美術館寄託） 全期間
66 松本保居 天竺錫蘭島霊鷲山図 府中市美術館 全期間
67 安田田騏 異国風景図 歸空庵コレクション（板橋区立美術館寄託） 後期
68 安田雷洲 捕鯨図 歸空庵コレクション（板橋区立美術館寄託） 後期
69 安田雷洲 水辺村童図 個人蔵 全期間
70 小森桃塢 ヒポクラテス像 個人蔵 全期間
71 春木南溟 虫合戦図 歸空庵コレクション（板橋区立美術館寄託） 前期
72 安田雷洲 増訂日本輿地全図 府中市美術館 全期間
73 歌川国芳 山海名産尽　近江の国源五郎鮒 ギャラリー紅屋 前期
74 歌川国芳 山海名産尽　大和奈良さらし 北九州市立美術館 前期
75 歌川国芳 山海名産尽　紀州鯨 ギャラリー紅屋 後期
76 歌川国芳 山海名産尽　伊予峰越鳬 ギャラリー紅屋 後期
77 歌川国芳 山海名産尽　加賀ノ雪 ギャラリー紅屋 後期
78 歌川国芳 山海名産尽　信濃蕎麦 ギャラリー紅屋 前期
79 小泉斐 富岳写真 府中市美術館 全期間



80 歌川広重 東海道五拾三次之内　丸子　名物茶店 中外産業株式会社（原安三郎コレクション） 後期
81 歌川広重 東海道五拾三次之内　赤阪　旅舎招婦ノ図 中外産業株式会社（原安三郎コレクション） 前期
82 歌川広重 東海道五拾三次之内　池鯉鮒　首夏馬市 中外産業株式会社（原安三郎コレクション） 前期
83 歌川広重 東海道五拾三次之内　宮　熱田神事 中外産業株式会社（原安三郎コレクション） 後期
84 歌川広重 東海道五拾三次之内　庄野　白雨 中外産業株式会社（原安三郎コレクション） 後期
85 歌川広重 東海道五拾三次之内　土山　春之雨 中外産業株式会社（原安三郎コレクション） 前期
86 冷泉為恭 高台・日・月図 敦賀市立博物館 前期
87 菊池容斎 蒙古襲来之図 静岡県立美術館 後期
88 冷泉為恭 春日神宝兜図 個人蔵 全期間
89 冷泉為恭 在原業平像 個人蔵 全期間
90 原在中 二見浦富士図 敦賀市立博物館 前期
91 歌川国芳 雪月花　月 ギャラリー紅屋 後期
92 歌川国貞 月の陰忍逢ふ夜　障子 北九州市立美術館 前期
93 歌川国貞 月の陰忍逢ふ夜　網行灯 北九州市立美術館 前期
94 歌川国貞 月の陰忍逢ふ夜　行灯 北九州市立美術館 前期
95 歌川国貞 月の陰忍逢ふ夜　提灯 北九州市立美術館 前期
96 大岡雲峰 夜宴幽賞図 立花家史料館 後期
97 葛飾北斎 富岳三十六景　山下白雨 中外産業株式会社（原安三郎コレクション） 後期
98 亜欧堂田善 ヨシハラトテノケイ（吉原土堤の景） 須賀川市立博物館 全期間

99 歌川国芳 八代目市川団十郎の将門子息将軍太郎、初代坂東しうかの
ギャラリー紅屋 後期99 歌川国芳

将門息女滝夜刃姫、十二代目市村羽左衛門の大宅太郎光国
ギャラリー紅屋 後期

100 渓斎英泉 美人図 北九州市立美術館 前期
101 歌川国芳 三拍子娘拳酒 ギャラリー紅屋 前期
102 歌川国芳 夕涼み図 ギャラリー紅屋 後期
103 歌川広重 東海道五拾三次之内　三島　朝霧 北九州市立美術館 後期
104 歌川広重 雪月花　月　武陽金沢八勝夜景 中外産業株式会社（原安三郎コレクション） 後期
105 塩川文麟 柳汀飛蛍図 敦賀市立博物館 前期
106 小林清親 赤坂紀伊国坂 府中市美術館 後期
107 小林清親 大川岸一之橋遠景 府中市美術館 後期
108 小林清親 隅田川小春凪 府中市美術館 後期
109 小林清親 天王寺下衣川 府中市美術館 前期
110 小林清親 浅草田甫太郎稲荷 府中市美術館 前期
111 小林清親 川口鍋釜製造図 府中市美術館 前期
112 亜欧堂田善 シハアタコ（芝愛宕） 須賀川市立博物館 前期
113 歌川国芳 東都名所　かすみが関 ギャラリー紅屋 前期
114 亜欧堂田善 墨堤観桜図 個人蔵（府中市美術館寄託） 全期間
115 松本保居 四条川原夕涼之図 府中市美術館 前期
116 歌川国芳 東都橋場之図 ギャラリー紅屋 後期
117 葛飾北斎 富岳三十六景　甲州三島越 中外産業株式会社（原安三郎コレクション） 後期
118 葛飾北斎 富岳三十六景　東海道程ヶ谷 中外産業株式会社（原安三郎コレクション） 前期
119 葛飾北斎 富岳三十六景　深川万年橋下 中外産業株式会社（原安三郎コレクション） 後期
120 亜欧堂田善 甲州猿橋之眺望 府中市美術館 後期
121 葛飾北斎 富岳三十六景　遠江山中 中外産業株式会社（原安三郎コレクション） 前期
122 歌川広重 名所江戸百景　大はしあたけの夕立 中外産業株式会社（原安三郎コレクション） 後期
123 歌川広重 名所江戸百景　亀戸梅屋舗 中外産業株式会社（原安三郎コレクション） 前期
124 高橋由一 墨水桜花輝耀の景 府中市美術館 全期間



125 亜欧堂田善 花下遊楽図 立花家史料館 全期間
126 歌川国芳 臼井峠より浅間を見る図 ギャラリー紅屋 後期
127 葛飾北斎 富岳三十六景　凱風快晴 中外産業株式会社（原安三郎コレクション） 後期
128 歌川国貞 紅毛油画風　永代橋 個人蔵 前期
129 歌川国芳 相州大山道田村渡の景 ギャラリー紅屋 前期
130 小倉柳村 向島八百松楼之景 北九州市立美術館 前期
131 小倉柳村 湯島之景 北九州市立美術館 後期
132 歌川国芳 相州江之島之図 ギャラリー紅屋 後期
133 歌川国虎 近江八景　堅田落雁 個人蔵 前期
134 歌川国虎 近江八景　唐崎夜雨 個人蔵 後期
135 歌川国虎 近江八景　粟津晴嵐 個人蔵 後期
136 歌川国虎 近江八景　矢橋帰帆 個人蔵 前期
137 歌川国虎 近江八景　唐崎ノ夜るあめ 個人蔵 前期
138 葛飾北斎 諸国滝廻り　和州吉野義経馬洗滝 中外産業株式会社（原安三郎コレクション） 前期
139 葛飾北斎 諸国滝廻り　東都葵ヶ岡の滝 中外産業株式会社（原安三郎コレクション） 前期
140 葛飾北斎 富岳三十六景　神奈川沖浪裏 中外産業株式会社（原安三郎コレクション） 前期
141 葛飾北斎 諸国滝廻り　下野黒髪山きりふりの滝 中外産業株式会社（原安三郎コレクション） 後期
142 歌川国芳 富士山の見える海岸図 ギャラリー紅屋 後期
143 作者不詳 近江八景　比良暮雪 北九州市立美術館 後期
144 谷文晁 不動尊像 眞盛寺（京都国立博物館寄託） 前期
145 谷文晁 水火仙客図 個人蔵 全期間
146 山本梅逸 花卉草虫図 名古屋市博物館 後期
147 田能村竹田 木米像 個人蔵 後期
148 木米 山水図（化物山水）　重要美術品 個人蔵 後期
149 中林竹渓 春郊放馬図 個人蔵 全期間
150 岡田半江 雪景山水図 個人蔵 前期
151 池田孤邨 大黒天図 個人蔵 前期
152 狩野芳崖 鏻姫像 下関市立美術館 前期
153 鈴木其一 毘沙門天像 個人蔵 全期間
154 安田雷洲 鷹図 摘水軒記念文化振興財団（府中市美術館寄託）前期
155 狩野芳崖 寿老・梅に雌鷹・松に雄鷹図 下関市立美術館 後期
156 葛飾北斎 紅葉筏図屏風 個人蔵 前期
157 鈴木其一 草花図屏風 個人蔵 前期
158 鈴木其一 神功皇后・武内宿禰図 個人蔵 前期
159 歌川国芳 今様七小町　かよひ ギャラリー紅屋 全期間
160 歌川国芳 今様七小町　きよ水 ギャラリー紅屋 全期間
161 歌川国芳 今様七小町　雨乞 ギャラリー紅屋 全期間
162 歌川国芳 今様七小町　そとは ギャラリー紅屋 全期間
163 歌川国芳 今様七小町　関てら ギャラリー紅屋 全期間
164 歌川国芳 今様七小町　あらひ ギャラリー紅屋 全期間
165 歌川国芳 今様七小町　あふむ ギャラリー紅屋 全期間
166 歌川国芳 讃岐院眷属をして為朝をすくふ図 ギャラリー紅屋 後期
167 岸駒・岸岱 獅子・虎図屏風 富山県水墨美術館 後期
168 狩野永岳 富士山登竜図 静岡県立美術館 後期


